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第1章 基本事項 

 

1. 基本計画策定の目的 

本計画は、浦幌町（以下「本町」とする。）簡易水道事業・公共下水道事業並びに個別排水処

理施設整備事業について、経営の健全性を確保するとともに、経営基盤の強化と適切な資産管

理を図るために、会計方式を「官公庁会計方式」から「公営企業会計方式」へ移行し、地方公

営企業法の適用（以下「法適用」という。）を受けるにあたって、課題や条件を整理し、具体的

な対応策の検討を行い、円滑かつ効率的な移行を実現することを目的とする。 

 

2. 地方公営企業法適用に関する国の動き 

総務省では、近年、事業収支規模が大きな事業として当然に地方公営企業法が適用される7

事業の他、簡易水道事業や下水道事業に対して地方公営企業法の適用を推進している。 

今般「公営企業会計の適用の更なる推進について」（平成31年1月25日付総財公第9号総

務大臣通知）により、人口3万人未満の市町村についても令和6年3月31日までに地方公営

企業法非適用企業の公営企業会計への移行を各自治体へ要請している。 

このため、本町簡易水道事業・公共下水道事業並びに個別排水処理施設整備事業についても、

地方公営企業法の適用を実施する必要がある。 

 

 

出典元）総務省.報道資料.公営企業会計の適用の更なる推進について 
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表1-1 地方公営企業法適用に関する国の動き 

国の動き 概要 

平成21年 

12月 

地方公営企業会

計制度研究会報

告書 

「原則として、法非適用企業（地方財政法第6条の公営企業

のうち、法適用企業以外の企業（例えば下水道））に財務規

定等を適用することが望ましい」とする見解を提示した。 

平成24年 

1月 

地方公営企業会

計制度の見直し

について 

「地方財務会計についてストック情報を含む財務状況の開

示の拡大の要請が強いこと等を勘案し、現在、財務規定等が

適用されていない公営企業等（法非適用企業例えば下水道）

について新たに地方公営企業法の財務規定等を適用する」主

旨の見解を公表した。 

平成25年 

3月 

地方公営企業法

の適用に関する

調査研究会報告

書 

「投資規模の大きいもの、債権、債務を適切に管理していく

必要のあるもの、長期にわたり収支を考慮するものであって

新規に行うような事業（例えば下水道）については、地域の

住民サービスを引き続き担っていくべき自治体として、より

積極的に適用していくべきと考える」 

平成25年 

7月 

地方公営企業法

の適用に関する

研究会 

「地方公営企業会計制度の適用をどの範囲の事業に拡大す

るか（簡易水道事業と下水道事業）等、今後の地方公営企業

法の適用に関する検討を行う」 

平成26年 

8月 

公営企業の経営

に当たっての留

意事項 

「公営企業の経営戦略」策定の要請と「公営企業会計の適用

拡大に向けたロードマップ」が提示され、平成27年 1月頃

を目処に、下水道事業及び簡易水道事業を地方公営企業法の

適用化の重点事業と位置づけることを明示した。 

平成27年 

1月 

公営企業会計の

適用の推進 

計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等をよ

り的確に行うため、公営企業会計の適用に取り組むことを要

請している。平成27年度から平成31年度までを公営企業会

計適用の「集中取組期間」とし、下水道事業及び簡易水道事

業を「重点事業」と位置付けた。また、集中取組期間におけ

る支援措置として、「マニュアルの提示」、「地方財政措置」、

「先行事例の紹介」、「アドバイザーの派遣、研修の実施」を

提示している。 

平成30年 

6月 

未来投資戦略

2018 

「下水道・簡易水道については、新たなロードマップを明確

化し、人口3万人未満の市町村における公営企業会計の適用

を一層促進する」ことが盛り込まれている。 

平成31年 

1月 

公営企業会計の

適用の更なる推

進 

令和元年度から令和6年度までを公営企業会計適用の「拡大

集中取組期間」とし、人口 3 万人未満の市町村についても

「重点事業」について、遅くとも拡大集中取組期間内に移行

することが必要とされている。 

下水道事業（公共下水道・流域下水道・集落排水及び合併浄

化槽）及び簡易水道事業が「重点事業」とされている。 
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3. 地方公営企業法の概要 

(1)地方公営企業法の目的 

地方公営企業とは、地方公共団体が行う一般的な行政活動のほか、水の供給や医療の提供、

下水の処理など、地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する企業活動の総

称であり、常に企業の経済性を発揮するとともに、本来の目的である公共の福祉を増進する

ように運営されなければならない。 

地方公営企業法は、地方公営企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱い、そ

の他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定に

よる一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治の発達に資することを目的と

している。地方公営企業には法適用事業と法非適用事業があり、法適用事業には、法律上当

然に適用される事業（当然適用事業）と地方公共団体の自主的な決定によって適用される事

業（任意適用事業）の2種類がある。 

 

(2)地方公営企業法の適用事業 

本法の適用を当然に受ける地方公営企業は、次に示す7事業となる。簡易水道事業や下水

道事業は任意適用事業に該当するが、前述のとおり総務省より適用要請がなされているとこ

ろである。 

 

① 水道事業（簡易水道事業を除く） 

② 工業用水道事業 

③ 軌道事業 

④ 自動車運送事業 

⑤ 鉄道事業 

⑥ 電気事業 

⑦ ガス事業 

 

出典元）総務省.地方公営企業法適用の手引き.P4 

 



 

4 

4. 他団体の状況 

(1)法適用の状況 

本章 2.において地方公営企業法適用に関する国の動きとして、令和元年度から 5 年度ま

でを拡大集中取組期間として重点事業である簡易水道事業及び下水道事業について法適用

の要請があることを示した。 

人口3万人以上の団体では公営企業会計適用の取組が進んでおり、平成31年 4月 1日時

点では簡易水道事業の96.1％、下水道事業（公共下水道事業及び流域下水道事業）の99.4％

の団体が公営企業会計を令和2年4月1日までに適用する見通しである。 

一方で人口3万人未満の団体では簡易水道事業の43.0％、下水道事業の27.6％が「適用

済」または「適用に取組中」となっている。 

以下は平成31年4月1日時点での法適用の取組状況の比較表である。 

 

表1-2 公営企業会計適用の取組状況（簡易水道事業） 

 

表1-3 公営企業会計適用の取組状況（下水道事業） 

 

出典元）総務省. 公営企業会計適用の取組状況（平成31年4月1日現在） 
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5. 地方公営企業法適用の必要性等 

(1)地方公営企業法適用の必要性 

高度経済成長期に集中的に整備された施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減

少に伴う料金収入の減少など、事業環境は厳しさを増しつつある。 

住民サービスを将来にわたり安定的に提供していくためには、地方公営企業法の適用を行

い、中長期的な視点に立った、計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り

組んでいくことが求められる。 

 

(2)地方公営企業法適用のメリット 

現行と比較して、地方公営企業法を適用した場合のメリットを表1-4に示す。 

 

表1-4 地方公営企業法適用のメリット 

出典元）総務省.地方公営企業法の適用の手引きP8～9 

項目 内容 

 

適切な経営戦

略の策定 

 

①管理運営に係る取引（損益取引）、建設改良等に係る取引（資本取引）が明確になる

ことで、利益・損失が明らかになり、中長期的な経営計画が安易に立案できる。 

②減価償却費が導入され、金額ベースで資産の老朽度について把握が可能となり、更新

計画等の策定に活用できる。 

③期間損益計算により原価を明確化することで、施設の更新財源も含め収益のあるべ

き水準を踏まえた、適正で説得力のある料金算定が可能になる。 

企業間の経営

状況の比較 

①類似の公営企業との比較が可能となる。 

②自身の経営成績や財政状態をより正確に評価・判断することができる。 

経営の自由度

の向上、住民

サービス向上 

①予算を超える弾力的な支出、効率的・機動的な資産管理が可能になる等、経営の自由

度が向上する。 

②住民ニーズへの迅速な対応や、経営の効率化、サービスの向上につながる。 

住民や議会に

よるガバナン

スの向上 

①比較可能で財務状況を把握しやすい会計の採用や、決算の早期化などによって、経営

情報の開示が充実することで、住民や議会によるガバナンスが向上する。 

企業会計に精

通し経営マイ

ンドを持った

人材の育成 

①発生主義など企業会計的な財務処理の知識やノウハウを持った有為な人材が地方公

共団体全体で育成されることが期待できる。 

②減価償却費を含めたコストとそれに対する収益や、資産と負債の最適化を意識するこ

とにより、最少の経費で最大の効果を発揮し、経営マインドを持った人材育成が期待

できる。 
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(3)地方公営企業法適用に伴う現行との相違 

地方公営企業法を適用した場合は、現行の仕組みと比較して、会計経理、会計システム、

組織の変更が必要と考えられる。 

官公庁会計方式と公営企業会計方式の違いを表1-5に示す。 

 

表1-5 官公庁会計と公営企業会計の違い          

項目 官公庁会計 公営企業会計 

記帳の時点 

現金の収入及び支出の事実に

基づき経理記帳される現金主

義である。 

現金収支の有無に関わらず、経済活動の

発生という事実に基づき経理記帳を行

う発生主義である。 

経理方式 
現金の収入及び支出のみを記

帳する単式簿記である。 

正規の簿記の原則に従って、複数の科目

に記帳する複式簿記である。 

期間計算 
当年度の現金支出はそのまま

当年度の費用とする。 

現金支出があっても、当該年度の収益獲

得に役立たない費用は、翌年度以降に繰

り延べられ、費用として認定しない「費

用配分の原則」または、「費用収益対応

の原則」に基づくこととなる。 

取引の区分 

全ての収入を「歳入」、全ての

支出を「歳出」とし、それぞれ

一括して差引剰余金を計算す

る。 

当該年度の損益取引に基づく、「収益的

収支」と投下資本の増減に関する取引に

基づく、「資本的収支」に区分する。 

資産、負債、 

資本の概念 

存在しない 

 

資産、負債、資本の概念が存在する 

「資産＝負債＋資本」 

出納整理期間 翌年度の5月31日まで 無し 

決算書類 

歳入・歳出決算書 

歳入歳出決算事項明細書 

実質収支に関する調書 

財産に関する調書 

決算報告書 

貸借対照表 

損益計算書 

キャッシュ・フロー計算書 

予算、決算制度 

予算中心主義で、歳出抑制を

重視することで、実質収支を

黒字とする傾向にある。 

企業経営において最大の経済性を発揮

させるため「予算」、「決算」の双方を重

視する。 

出典元）㈱ぎょうせい.やさしい公営企業会計第2次改訂版.P11～14 
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(4)地方公営企業法適用に伴う対応 

地方公営企業法適用に伴い、地方公営企業法における会計規定に則って会計経理を実施す

るためには、組織作り及び会計システム構築・運用が欠かせない。 

このため、適用においては、次に示される移行事務の準備項目があり、次章以降で地方公

営企業法の適用範囲（事業種別）、組織作り、会計システム構築等の留意事項を記述する。 

 

 
出典元）総務省.地方公営企業法の適用の手引きP39 

 

  

移行事務の準備項目

1 事務内容とスケジュールの把握 6   制定・改正を要する条例・規則等の把握

2 対象事業の検討

3 全部適用・財務適用の検討

7   関係部局の把握

8   各種システムの状況の把握

4 既存資料の状況の把握 9   先行事例研究・職員研修

5 固定資産台帳への資産登録単位の検討 10 委託の活用の検討
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第2章 事務内容とスケジュールの把握 

 

1. 地方公営企業法適用業務区分と検討項目 

地方公営企業法適用業務について大別すると以下の表2-1のとおりである。 

 

表2-1 法適用業務の分類と作業項目 

業務区分 項目 内容 

①法適用基本計画書の

策定 

対象事業の検討 法適用対象とする事業の検討 

法適用の範囲検討 全部適用、財務適用等の検討 

法適用の準備体制の検討 法適用に伴う準備作業の体制検討 

スケジュールの検討 法適用準備期間、法適化時期についての検討 

②固定資産調査・評価 固定資産評価 基礎資料の収集から資産情報を把握し、決算

書等との整合後に固定資産の分類及び整理 

資産台帳の作成 固定資産財源内訳、減価償却一覧表、固定資

産明細書の作成 

③法適用に伴う事務手

続き 

組織・体制の検討 法適用対象事業による執行体制・組織、経理

部門・管理者の設置等の検討 

関係部局との調整事項整

理 

(会計、総務、財政、管財、法規)等の部局と

の調整事項の整理 

職員研修 公営企業会計に関する職員意識・知識の構築 

法適化の準備に関する知識 

条例・規則等の制定・改

正 

法適用の際に必要な条例・規則等の制定・改

正作業 

金融機関の指定等 出納・収納取扱金融機関の指定 

新予算の編成 財務規定に沿った公営企業会計方式予算の調

製 

打切決算 予算繰越等の経過措置、出納閉鎖と決算作成 

税務署届け 事業の廃止・開始届けなど 

総務省報告 公営企業法施行令に基づく総務大臣への報告 

④システム構築 運用方針の検討 組織体制を勘案した経理フロー 

会計システム導入の検討 既存システムの活用、新規導入 

システム構築 各システムの環境の構築 

システム運用 実運用に向けた準備 
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2. 法適用スケジュール 

適用内容に係る事務は、「事前準備」、「移行事務」、「日常経理・決算（移行後の運用）」の3

つの工程に区分され、「事前準備」は会計適用以外の項目についても併せて検討する必要があ

る。法適用に係る作業工程は次の図のようになるが、事前準備の段階で必要な事務の分量を見

積り、計画的に作業を進めることが重要である。 

 

出典元）総務省.地方公営企業法の適用に関するマニュアル（平成31年3月改定版）.P52 

 

 

次ページには本町の簡易水道事業・公共下水道事業並びに個別排水処理施設整備事業が令和

6年度より法適用した場合における概略スケジュールについて、記載する。 
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表2-2 本町の法適用スケジュール（参考元：総務省.地方公営企業法の適用の手引きP40） 

 
 

④ 各種システムの整備

システム構築

システム運用

既存システムの活用

新システムの導入

打切決算

総務省報告

　　　・消費税等の申告

　　　・決算準備（補正予算等）

　　　・決算書作成

税務署への届け出

予定開始貸借対照表の作成

新予算の編成

勘定科目等の設定

条例・規則等の制定・改正

出納金融機関の指定と告示

職員研修

資産情報の整理

③ 法適用に伴う事務手続き

関係部局との調整及び組織・体制の検討

委託の活用の検討

制定・改正を要する条例・規則等の把握

　　　・その他（仮調査など）

　　　・基礎資料の収集・整理

　　　・スケジュールの作成

　　　・体制の検討等

② 固定資産台帳の整備

台帳整備の準備

令和6年度
（法適用後）

上期 下期上期 下期 上期 下期

業務区分
令和4年度 令和5年度

令和3年度まで

関係部署の把握

各種システム状況の把握

① 移行事務の準備

事務内容とスケジュールの把握

対象事業の検討

全部適用・財務適用の検討

既存資料等の状況の把握
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第3章 地方公営企業法適用対象事業の検討 

 

本章では、本町の簡易水道事業・公共下水道事業並びに個別排水処理施設整備事業に対して、

現状分析を行い地方公営企業法の適用の要否を検討する。 

 

1. 本町簡易水道事業・公共下水道事業並びに個別排水処理施設整備事業についての概要 

2. 簡易水道事業・公共下水道事業並びに個別排水処理施設整備事業の地方公営企業法適用

の必要性 

3. 地方公営企業法を適用する事業 

 

1. 事業の概要 

本町の簡易水道事業・公共下水道事業並びに個別排水処理施設整備事業の沿革は下記のと

おりである。 

 

① 簡易水道事業の沿革 

本町の水道事業は、昭和27年 7月に浦幌市街を中心とした簡易水道事業経営認可を

受けたことに始まり、平成21年 4月の浦幌町簡易水道事業統合認可まで給水区域の拡

張、区域統合等に取り組み、平成30年度末における普及率は92.8％となるなど本町の

水需要に対応してきた。 

 

② 公共下水道事業の沿革 

下水道事業は昭和55年に浦幌市街を中心に事業に着手し、平成2年3月に供用を開

始し、平成12年5月には吉野市街地の整備が完了、平成14年度をめどに概ね面整備を

終え、現在は第12次事業計画（平成30年1月変更）により下水道施設の改築更新事業

を実施している。 

 

③ 個別排水処理施設整備事業の沿革 

平成 9 年より下水道区域以外の汚水処理として個別排水処理施設整備事業を実施し

平成30年度末までに243 基を設置し、下水道事業、個別排水処理施設整備事業による

総合水洗化率は 78.1％となるなど、環境衛生の向上や公共用水域の健全な発展に努め

てきた。 
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(1)簡易水道事業の現状 

本町簡易水道事業の現状は以下のとおりである。 

 

表3-1 行政人口及び計画区域内人口 

（出典元）決算統計 

 

表3-2 簡易水道事業の管路施設（平成30年度現在） 

管路施設 管路延長 

導水管(m) 8,167 

送水管(m) 14,544 

配水管(m) 258,489 

（出典元）決算統計 

表3-3 簡易水道事業の財政状況 

（出典元）決算統計 

  

項目 単位 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

行政区域内人口 （人） 4,947 4,814 4,695 

計画給水人口 （人） 4,860 4,860 4,860 

現在給水人口 （人） 4,566 4,476 4,356 

普及率 （％） 92.30 92.98 92.78 

項目 単位 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

年間有収水量 （㎥／年） 645,724 652,713 630,806 

年間配水量 （㎥／年） 823,617 777,813 754,326 

有収率 （％） 78.40 83,92 83.63 

供給単価 （円／㎥） 237.12 237.01 237.68 

給水原価 （円／㎥） 417.85 442.53 447.42 

料金回収率 （％） 56.75 53.56 53.12 

総収益 （千円／年） 188,870 188,143 183,583 

起債償還額 （千円／年） 130,789 148,193 147,925 

地方債残高 （千円） 2,041,108 1,971,916 1,861,191 
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(2)下水道事業の現状 

本町公共下水道事業の現状は以下のとおりである。 

 

①公共下水道事業の現状 

 

表3-4 行政人口及び計画区域内人口 

（出典元）決算統計 

 

 

表3-5 公共下水道事業の管路施設（平成30年度現在） 

管路施設 管路延長 

汚水管(km) 33 

雨水管(km) 4 

合流管(km) - 

（出典元）決算統計 

表3-6 公共下水道事業の財政状況 

（出典元）決算統計 

  

項目 単位 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

行政区域内人口 （人） 4,947 4,814 4,695 

処理区内人口 （人） 3,094 3,011 2,948 

現在水洗化便所設置済人口 （人） 2,927 2,853 2,798 

水洗化率 （％） 94.60 94.75 94.91 

項目 単位 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

年間有収水量 （㎥／年） 292,112 288,405 278,095 

年間処理水量 （㎥／年） 454,527 449,444 428,204 

有収率 （％） 64.27 64.17 64.94 

汚水処理原価 （円／㎥） 213.35 213.71 219.09 

使用料単価 （円／㎥） 217.90 218.48 219.09 

経費回収率 （％） 102.05 102.23 100.00 

総収益 （千円／年） 149,273 147,656 140,436 

起債償還額 （千円／年） 149,434 139,881 122,638 

地方債残高 （千円） 906,554 790,573 702,635 
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②特定環境保全公共下水道事業の現状 

 

表3-7 行政人口及び計画区域内人口 

（出典元）決算統計 

 

表3-8 特定環境保全公共下水道事業の管路施設（平成30年度現在） 

管路施設 管路延長 

汚水管(km) 8 

雨水管(km) - 

合流管(km) - 

（出典元）決算統計 

 

表3-9 特定環境保全公共下水道事業の財政状況 

（出典元）決算統計 

  

項目 単位 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

行政区域内人口 （人） 4,947 4,814 4,695 

処理区内人口 （人） 145 134 134 

現在水洗化便所設置済人口 （人） 97 87 92 

水洗化率 （％） 66.90 64.93 68.66 

項目 単位 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

年間有収水量 （㎥／年） 6,862 6,628 6,625 

年間処理水量 （㎥／年） 6,972 7,512 7,514 

有収率 （％） 98.42 88.23 88.17 

汚水処理原価 （円／㎥） 470.42 462.73 286.64 

使用料単価 （円／㎥） 249.78 250.45 248.60 

経費回収率 （％） 53.10 54.12 86.73 

総収益 （千円／年） 5,614 5,301 3,838 

起債償還額 （千円／年） 9,856 9,970 10,087 

地方債残高 （千円） 124,107 114,137 104,050 
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(3)個別排水処理施設整備事業の現状 

本町個別排水処理施設整備事業の現状は以下のとおりである。 

 

表3-10 行政人口及び計画区域内人口 

（出典元）決算統計 

 

 

 

表3-11 個別排水処理施設整備事業の財政状況 

（出典元）決算統計 

  

項目 単位 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

行政区域内人口 （人） 4,947 4,814 4,695 

処理区内人口 （人） 793 777 777 

現在水洗化便所設置済人口 （人） 793 777 777 

水洗化率 （％） 100.0 100.0 100.0 

項目 単位 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

年間有収水量 （㎥／年） 49,166 46,620 51,282 

年間処理水量 （㎥／年） 49,166 46,620 51,282 

有収率 （％） 100.0 100.0 100.0 

汚水処理原価 （円／㎥） 441.54 481.10 462.40 

使用料単価 （円／㎥） 236.83 261.20 235.17 

経費回収率 （％） 53.64 54.29 50.86 

総収益 （千円／年） 24,231 25,010 26,412 

起債償還額 （千円／年） 12,257 13,032 12,977 

地方債残高 （千円） 217,818 211,086 203,909 
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(4)組織及び事務分掌 

本町における簡易水道事業・公共下水道事業並びに個別排水処理施設整備事業は以下の組

織体制及び事務分掌で業務を行っている。 

 

 

 
表3-12 水道業務係事務分掌 

1 簡易水道、公共下水道及び個別排水処理の各特別会計に関すること。 

2 使用料及び手数料に関すること。 

3 受益者分担金及び負担金に関すること。 

4 補助事業の事務に関すること。 

5 事業の普及促進に関すること。 

6 水道及び下水道台帳に関すること。 

 
 

表3-13 水道施設係事務分掌 

1 水道及び下水道事業計画の施行に関すること。 

2 水道及び下水道施設の設計、施工に関すること。 

3 水道及び下水道施設の検査、指導に関すること。 

4 水道及び下水道施設の維持管理に関すること。 

5 水道及び下水道施設の水質検査に関すること。 

 

（出典元）浦幌町行政組織規則（平成 17 年浦幌町規則第 2 号） 

  

水道施設係

施設課長 課長補佐

水道業務係
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2. 地方公営企業法適用の必要性 

「公営企業会計の適用の更なる推進にあたっての留意事項について」（平成31年1月 25日

付総財公第10号総務大臣通知）により、人口3万人未満の市町村についても令和6年3月31

日までに地方公営企業法非適用企業の公営企業会計への移行を要請された。 

このことを受け、本町の簡易水道事業・公共下水道事業並びに個別排水処理施設整備事業に

おいても地方公営企業法を適用する必要がある。 

地方公営企業法を適用することで、次のとおりメリットが挙げられる。 

 

① 経営状況の明確化 

② 維持管理の時代に対応した経営体制づくり 

③ 職員の経営意識の向上 

④ 情報公開と透明性の向上により利用者の理解を深める 

⑤ 適切な水道料金・下水道使用料の設定 

 

 

 

3. 地方公営企業法を適用する事業 

本町は「簡易水道事業」、「公共下水道事業」、「個別排水処理施設整備事業」を有しています。

地方公営企業法の適用に際し、汚水処理事業である「公共下水道事業」、「個別排水処理施設整

備事業」は経営を一本化し、「簡易水道事業」と「公共下水道事業」の 2 事業を運営していき

ます。 
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第4章 法適用の種別の検討 

 

地方公営企業法の適用の種別には全部適用と財務適用が存在し、全部適用と財務適用では、

執行体制が異なり適用する種別を検討する必要がある。このため、次の事項を検討して適用す

る種別を決定する。 

 

1. 全部適用と財務適用の違い 

2. 全部適用と財務適用の事務執行体制の違い 

3. 法適用の種別検討 

4. 管理者の設置に関する検討 

5. 適用種別に関する考察 

 

1. 全部適用と財務適用の違い 

地方公営企業法の適用には、同法に示される規定の全部を適用する全部適用と財務・会計に

関する規定のみを適用する財務適用（一部適用）が存在する。全部適用と財務適用の比較を表

4-1に示す。 

 

表4-1 全部適用と財務適用の比較 

項目 全部適用 財務適用 

適用される規

定 
・法の全ての規定 

・法第3条～第6条、第17条

～第35条、第40条～第41

条、附則第2項、第3項（財

務規定等） 

会計方式 
・法の財務規定等に基づき、一般会計等と異なる企業会

計方式により財政状況を把握する。 
・同左 

組織体制 

・原則として管理者を設置する。ただし、条例の定めに

より管理者を置かないことができる（法第 7条）。そ

の場合の管理者の権限は長が行う（法第8条第2項）。 

・管理者は、職員の任免、予算原案の作成、決算の調製、

契約、出納その他の会計事務の執行等、地方公営企業

の業務の執行に関する権限を有し、自らの判断と責任

において事業運営を行う（法第9 条）。ただし、一部

の権限（予算調製、議案提出、決算審査等）は長に留

保される（法第8条第1項）。 

・管理者の権限は地方公共団

体の長が行う。ただし、管

理者の権限のうち出納そ

の他の会計事務及び決算

に係るものについては、そ

の全部又は一部を会計管

理者に委任できる（法第34

条の2）。 

職員の身分 

・企業職員として、管理者の権限の属する事務の執行を

補助する（法第15条）。 

・地方公営企業労働関係法の適用を受ける（法第36条）。 

 ・地方公務員法が一部適用除外となり、労働組合法、最

低賃金法、労働基準法の一部が適用対象となる（法第

39条第１項）。 

・一般会計部門の職員と同様

に地方公務員法の適用を

受ける。 

出典元）総務省.地方公営企業法の適用の手引き.P41 
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2. 全部適用と財務適用の事務執行体制の違い 

地方公営企業法の全部適用した地方公営企業の責任者は、管理者もしくは、管理者を設置せ

ず代わりとして町長が務めることとなる。管理者設置型と管理者非設置型では、執行体制が異

なる。 

また、地方公営企業法の財務適用をした場合は、町長が管理者となるが、この場合、会計管

理者に出納及び会計事務を委任することができる。 

全部適用と財務適用の事務執行体制の比較を表4-2に示す。 

 

表4-2 全部適用と財務適用の事務執行体制の比較 

法適用の種別 全部適用 財務適用 

管理者設置区分 管理者設置 管理者非設置 
会計管理者へ 

事務委任しない 

会計管理者へ 

事務委任する 

人事給与・契約等 管理者 町長 町長 町長 

出納及び会計事

務 

管理者 

⇒企業出納員 

町長 

⇒企業出納員 

町長 

⇒企業出納員 

町長 

⇒会計管理者 

（⇒出納員） 

予算調製 

町長 

（管理者が 

原案作成） 

町長 町長 町長 

決算調製 管理者 町長 町長 会計管理者 

出典元）総務省.地方公営企業法の適用の手引き.P462 

 

地方公営企業法の規定の全部が適用される公営企業で、管理者を設置する場合は、出納事務

は管理者が行うものとされている。一方で、管理者を置かずに地方公共団体の長が管理者の権

限を行う場合には、出納事務は町長が行うものとされている。 

財務適用の場合、管理者は設置しないため出納事務は町長が行うものとされているが、会計

管理者に出納事務を委任する場合には、会計管理者が出納事務を行うこととなる。会計管理者

に出納事務を委任する場合には、日常的な現金業務等の出納事務は会計管理者が行うが、委任

しない場合は、企業出納員が日常的な現金業務等を行うことになる。 
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表4-3 組織・体制における主な検討事項 

組織・体

制検討項

目 

ケース 検討するべき主な内容 

管理者の

任命 

管理者設置 

(全部適用) 

全部適用で管理者を設置する揚合は、管理者の任命方針を検討

する 

・法第7条(管理者の設置) 

・法第7条の2(管理者の選任及び身分取扱い) 

・法第8条(管理者の地位及び権限) 

・法第9条(管理者の担任する事務) 

管理者非設置 

（財務適用(一

部適用)） 

管理者は、町長が行うことになるが、その場合の権限について

整理することが有用である 

・法第34条の2(財務規定等が適用される場合の管理者の権限) 

・法第8条(管理者の地位及び権限) 

他公営企

業部局と

の統合 

水道部局との

組織統合 

組織統合による組織再編の要否の検討を行う 

・統合すべき業務の検討(経理事務や総務事務など) 

・人員配置の検討(増員や減員など) 

出典元）公益社団法人 日本下水道協会.下水道事業における公営企業会計導入の手引き P12 

  

 

3. 法適用の種別検討 

本町における適用種別について比較検討する。なお、本町では、施設課として組織統合済

みである。 

 



  

 

2
1
 

 



  

 

2
2
 

表4-4 法適用の種別と適用種別ごとの組織の比較 

項目／比較評価 

一部適用（財務適用） 一部適用（財務適用） 全部適用 

会計管理者に全部委任 
会計管理者に一部委任 

（例：出納、公金管理を委任） 

管理者非設置 

①人事給与・契

約等 

比較 
1) 責任者：町長 責任者：町長 責任者：町長 

2) 総務課により給与事務を実施することができる 

評価  ○ ○ ○ 

②出納及び会

計事務 

比較 

1) 会計管理者に事務委任できる 一部事務を事務委任できる 企業出納員 

2) 主管部署での負担は増加しない 主管部署での負担はやや増加する 主管部署での負担は増加する 

3) 会計管理者の負担増 会計管理者の負担はほぼ増加しない 他課への事務負担は発生しない 

評価  △ 〇 × 

③予算調製 
比較 

1) 
会計管理者が調製 町長が調製 町長が調製 

評価  ○ ○ ○ 

④決算調製 
比較 

1) 会計管理者が調製 町長が調製 町長が調製 

2) 主管部署での負担は増加する 主管部署での負担は増加する傾向 

3) 会計管理者の負担増 会計管理者の負担は増加しない 他課への事務負担は発生しない 

4) 主幹部署の関与が薄くなるため、当

事者意識が薄くなる 

 

主管部署が主体的に調製にかかわるた

め、部内に企業経営に精通した人材が育

成される 

主管部署が主体的に調製を行うため、

部内に企業経営に精通した人材が育成

される 

評価  × 〇 △ 

⑤組織・経営

の柔軟性 

比較 

1) 大半の権限が会計管理者にあり、独

立性、柔軟性に欠ける 

企業出納員の権限を確保できる 

 

財務適用と比較して企業性（経営の柔

軟性）を発揮しやすい 

2) 庁内共通の事務を委任しやすく、全

体の事務効率を高められる 

庁内共通の事務を委任しやすく、全体の

事務効率を高められる 

庁内共通の事務を委任しにくく、二重

業務が発生する場合がある 

評価  △ ○ △ 

⑥評価 
総論 

 主幹部署の事務負担を最小限に抑え

らえる一方で、会計管理者の負担が

大きい。 

主幹部署の事務負担はやや増えるもの

の、庁内資源を活用しやすく、他部署の

負担増を抑えることができる。 

主幹部署の負担が大きく、庁内全体の

事務効率にも良い影響を与えない可能

性がある。 

評価  △ 〇 × 
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4. 適用種別に関する考察 

本町における地方公営企業法適用種別は、次の観点から、財務適用(会計管理者へ

一部事務を委任）とする。 

① 会計方式が民間企業と同じ企業会計方式（発生主義、複式簿記）に移行する。

官公庁会計とは異なる企業会計の特性により、官庁会計では見えづらかった「1

年間での経営成績が黒字か赤字か」などの経営状況を把握・分析することがで

き、財務状況（資産など）とあわせて総合的な事業評価が行える。 

 

② 簡易水道事業・下水道事業は、これまで多額の投資を行ってきた建設の時代か

ら、維持管理の時代を迎えており、老朽化する資産の増加や、将来的な使用料

収入の減少など多くの課題を抱えている。 

企業会計に移行することにより、収益的収支と資本的収支を的確に把握するこ

とができるとともに、減価償却の概念を導入することで、資産の状況を示す資

産価値が経理上明確となる。 

このように、事業の安定的な持続に必要な経営情報が整理され、良質なサービ

スが提供できる経営体制づくりが可能となる。 

 

③ 簡易水道事業・下水道事業は事業規模が大きく、町民生活に密接に関連したサ

ービスである。浦幌町の財政運営や町民生活に与える影響も大きいことから、

職員は高い経営意識をもって事業の経営にあたらなくてはならない。 

企業会計の導入により経営状況が明確となるため、職員の経営意識の向上が図

られることが期待できる。 

 

④ 行政を取り巻く環境として、利用者に対する説明責任と情報公開の必要性がま

すます高まっている。このことから、簡易水道・下水道の受益者であり事業経

営を支える主体でもある利用者に対し、法適用による企業会計を導入すること

で、事業の経営状況が明確となり、負担と受益の関係も分かり易くなるため、

事業経営への理解が深まることが期待できる。 

 

⑤ 企業会計方式では、官庁会計では認識していない減価償却費を含めた総括原価

を算定することができるようになる。経費負担区分の明確化により対象原価を

明らかにし、利用者が支払う料金・使用料を適切に算定（検証）できるように

なる。 
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第 5章 公営企業会計の特徴 

 

1. 官公庁会計と公営企業会計の会計方式の比較 

法適用前においては、「官公庁会計」方式を採用している。しかし、法適用により「公

営企業会計」が採用されることになる。主な相違点については以下のとおりである。 

 

表5-1 官公庁会計方式と公営企業会計方式の比較 

 
 

項目 官公庁会計方式（特別会計） 公営企業会計方式

経理方法

単式簿記（現金主義会計） 複式簿記（発生主義会計）

現金収入、現金支出の時点で記録 債権、債務発生の時点で記録し、未収金、未払金等を管理
（法20条1項、法施行令9条～13条）

予算区分
歳入、歳出 ①収益的収入及び支出（損益取引）

②資本的収入及び支出（資本取引）
（法施行令9条3項、17条2項）

固定資産
観念なし（会計上管理しない） 固定資産台帳を整備

（貸借対照表の「資産」に計上）

減価償却費
除 却 費

観念なし（歳出に科目なし） 収益的支出に科目あり

長期前受金戻入 観念なし（歳入に科目なし） 収益的収入に科目あり

予算超過支出※

（弾力条項適
用）

条例制定することで可能（職員給料を
除く）

可能（法24条 3項）

出納事務

会計管理者、出納員及びその他の会計
職員

管理者、企業出納員及び現金取扱員

指定金融機関（議会の議決を経て指
定）、指定代理金融機関、収納代理金
融機関、及び
収納事務取扱金融機関

市長の同意を得て管理者が指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金
融機関
（法27,28条、法施行令22条の2）

取引口座
指定金融機関に開設する官公庁会計の
専用口座

出納取扱金融機関に開設する地方公営企業会計の専用口座

項目 官公庁会計方式（特別会計） 公営企業会計方式

出納整理期間 翌年度5月末日まで なし（法20条1項）

前年度の未収・未払金に係る入金・出金期間 年度末日までの未収・未払金等を引き続き翌年度以降も管理

決算

予算額に対する執行実績 損益計算書（4/1～3/31の経営成績）

貸借対照表（3/31時点の財政状態）

経営分析のため
の財務数値

現金収支に基づく財務数値 現金収支に基づく財務数値及び財務諸表等

歳出

歳入

歳入歳出
差引額

費用
収益

利益

資産

負債

利益

資本
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2. 公営企業会計において作成する財務諸表等 

公営企業会計における予算及び決算時において、作成する財務諸表等は以下のとお

りである。 

 

表5-2 公営企業会計において作成する財務諸表等 

    項目 内容・書類名称 参照条文 

経理方法 発生主義 法20、令9～13 

複式簿記 

予算 【予算書及び関係書類】 

（予算書） 法24、令17、則45、 

業務の予定量、予定収入及び予定支出の金額 別記① 

一時借入金の限度額、経費の金額の流用等  

（予算に関する説明書） 法25、令17の2 

予算の実施計画 別記② 

予定キャッシュ・フロー計算書 別記⑮ 

給与費明細書 別記③ 

継続費に関する調書 別記④ 

債務負担行為に関する調書 別記⑤ 

予定貸借対照表（当該事業年度・前事業年度） 別記⑬ 

予定損益計算書（前事業年度） 別記⑩ 

注記 則35～44 

決算 【決算書類及び関係書類】 

（決算について作成すべき書類） 法30条1項、4項、則48 

決算報告書 別記⑨ 

損益計算書 別記⑩ 

剰余金計算書又は欠損金計算書 別記⑪ 

剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書 別記⑫ 

貸借対照表 別記⑬ 

事業報告書 別記⑭ 

（決算に併せて提出すべき書類） 法30条1項、令23、則49 

キャッシュ・フロー計算書 別記⑮ 

収益費用明細書 別記⑯ 

固定資産明細書 別記⑰ 

企業債明細書 別記⑱ 

基金運用状況に関する書類 令26の2 

注記 則35～44 
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3. 官公庁会計予算と公営企業会計予算の比較 

官公庁会計方式では、歳入及び歳出予算であるのに対し、公営企業会計方式では、収

益的収支及び資本的収支予算の 2本建て予算である。 

官公庁会計方式は、一切の収入を歳入とし、一切の支出を歳出として歳入及び歳出を

合算して差引剰余金を計算する。 

企業会計方式では、歳入及び歳出を、当年度の損益計算に基づくもの（収益的収支）

と、投下資本の増減に関する取引（資本的収支）とに区分して企業の期間損益計を明ら

かにすることとしている。 

 

表5-3 官公庁会計予算と公営企業会計予算の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収
益
的
収
入
（

料

金

収

入

等
）

　
資
本
的
支
出
（

建

設

改

良

費

・

元

金

償

還

等
）

不足額

収益的収支（損益取引）

公営企業会計予算

収
益
的
支
出

（

人

件

費

・

委

託

費

・

修

繕

費

等
）

減価償却費
現金支出を伴わ

ない支出

利益

資本的支出（資本取引）

資
本
的
収
入

（

企

業

債

等
）

４条予算 ３条予算

当年度純利益

補

填

財

源

資本的収支不足額の財源は、収益

的支出における減価償却費（現金

を伴わない支出）等から補填され

ます。

官公庁会計予算

歳入歳出予算

歳出

歳入

歳入歳出差引額

予算執行状況
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4. 公営企業会計方式において作成する財務諸表 

(1)貸借対照表 

貸借対照表は、一定の時点における当該事業が保有するすべての財産を総括的に

表示したものである。その要素としては、資産、負債及び資本があるが、資産は当該

事業の経営の活動手段である資金の運用形態を示し、負債・資本においてはその資産

がどのようにして得られたかという調達源泉を示している。これにより当該事業の

財政状態を把握することが可能になる。 

 

平成〇〇年度××町下水道事業貸借対照表（イメージ） 

（平成△△年３月３１日まで） 
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1 営業収益 61,341,600

下水道使用料 34,575,600
雨水処理負担金 23,049,000
受託事業収益 3,413,000
その他営業収益 304,000

2 営業費用 50,629,100

管渠費 6,161,750
処理場費 18,486,950
受託事業費 3,490,000
総係費 13,565,600
減価償却費 8,146,800
資産減耗費 605,000
その他営業費用 173,000

営業利益 10,712,500

3 営業外収益 1,052,164

受取利息及び配当金 213,140
長期前受金戻入 614,000
雑収益 225,024

4 営業外費用 7,799,700

支払利息及び企業債取扱諸費 7,708,200
雑支出 91,500

経常利益 3,964,964

5 特別利益 70,000
固定資産売却益 70,000

6 特別損失 50,000
減損損失 50,000

当年度純利益 3,984,964

前年度繰越利益剰余金 0
その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 3,984,964

　　①営業利益　　通常の業務活動の損益の結果が表示されます。

　　②経常利益　　通常の業務活動に関する損益に加えて資金調達等に関する損益の結果が表示されます。

　　③純利益　　　１年間の全ての損益の結果が表示されます。

３つの段階で利益を把握

利益 ＝ 収益 － 費用

(2)損益計算書 

損益計算書は、一事業年度における当該事業の経営成績を明らかにするために、そ

の期間中に得たすべての収益とこれに対応するすべての費用を記載し、純損益とそ

の発生の由来を表示した報告書である。 

損益計算書により、当該事業がいかなる経営活動によってどれだけの経営成績を

上げたかを知り、それに基づいて過去の経営を分析し、また将来の方針を立てること

が可能となる。 

 

平成〇〇年度××町下水道事業損益計算書（イメージ） 

（平成〇〇年４月１日から平成△△年３月３１日まで） 
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 (3)キャッシュ・フロー計算書 

キャッシュ・フロー計算書は、一事業年度の資金収支の状況を一定の活動区分別に

表示した報告書である。公営企業会計は、発生主義によるため、収益・費用を認識す

る時期と現金の収入・支出が発生する時期とに差異が生じることになるが、キャッシ

ュ・フロー計算書により、現金の収入・支出に関する情報を得ることが可能となる。 

 

平成〇〇年度××町下水道事業キャッシュ・フロー計算書（イメージ） 

（平成〇〇年４月１日から平成△△年３月３１日まで） 

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 3,984,964
減価償却費 8,146,800
減損損失 50,000
長期前受金戻入額 ▲614,000
受取利息及び配当金 ▲213,140
支払利息及び企業債取取扱諸費 7,708,200
固定資産除却損 557,000
固定資産売却損益（▲は益） ▲70,000
未収金の増減額（▲は増加） ▲2,541,698
未払金の増減額（▲は減少） 2,066,074
たな卸資産の増減額（▲は増加） ▲30,959
引当金の増減額（▲は減少） 968,000
その他流動資産の増減額（▲は増加） ▲25,000
その他流動負債の増減額（▲は減少） ▲10,000

　　小計 19,976,241

受取利息及び配当金 213,140
支払利息及び企業債取扱諸費 ▲7,708,200
業務活動によるキャッシュ・フロー 12,481,181

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 ▲38,396,800
有形固定資産の売却による収入 300,000
無形固定資産の取得による収入 ▲65,000
一般会計等繰入金による収入 3,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲34,661,800

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入 25,000,000
企業債の償還による収入 3,076,940
リース債務の支払額 ▲160,800
財務活動によるキャッシュ・フロー 21,762,260

資金増加額（又は減少額） ▲418,359
資金期首残高 7,163,753
資金期末残高 6,745,394

通常の業務活動の実施による資

金の収支や投資活動、財務活動

以外の収支が表示されます。

通常の業務活動の基礎となる固

定資産の取得及び売却の収支が

表示されます。

増資、減資による収支や資金調

達、返済に関する収支が表示さ

れます。

業務活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
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第 6章 地方公営企業法適用に伴う移行事務 

 

1. 移行事務の全体像 

地方公営企業法適用に伴う移行事務手続きは、概ね次のとおりである。 

 

出典元）公益社団法人 日本下水道協会.下水道事業における公営企業会計導入の手引き.P8 
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2. 関連部局との調整事項 

移行事務においては、組織や人事、財務や経理事務を所管する部局等、多くの部局と

の調整が必要となる。表 6-1 は、移行事務に係る主な調整・検討事項を記載したもので

ある。 

 

表6-1 関係部局との主な調整項目 

関係部局 調整事項 調整内容 

財政部局 一般会計繰入金(負担

金、補助金、出資金) 

法適用後の資金繰り等の調整のため、一般会

計繰入れの方法、時期等について協議する。 

予算編成 法適用年度の当初予算の編成内容やスケジュ

ールを確認する。 

勘定科目、予算科目の

検討 

予算編成までに必要な勘定科目と予算科目の

設定について、決算統計等との対応も考慮し

て作成する。 

打切決算 

決算統計、財政状況の

公表 

法適用に伴う経過措置等を検討するため、法

適用前の事業会計の打切決算処理及び決算統

計や財政状況の公表方法について協議する。 

法適用前の地方債、一

時借入金の整理 

法適用前の起債、一時借入金の手続きを協議

し、資金調達の対応方針を検討する。 

法適用後の起債管理、

元利償還金の支払い 

法適用後も従来どおりの管理とするかどうか

等、起債の管理方法等の変更点について協議

する。 

総務部局 条例・規則等の制定・

改正 

担当部署と改正案等の調整が必要なため、制

定・改正が必要な条例・規則等をあらかじめ

協議し、条例案の議会提案スケジュール等を

調整する。 

組織・体制 事務分掌や権限の委任の範囲について協議す

る。また、法適用時に組織結合等を行う場合

は、その内容についても協議する。 

職員の人事・給与 法適用後の権限の委任や事務執行体制につい

て協議する。 

退職手当(退職給付引当

金)の負担 

法適用後の退職給付引当金計上のため、職員

の退職手当の負担方法等について協議する。 

契約事務 法適用後の権限の委任や事務執行体制につい

て協議する。 

財務会計システム等の

導入 

他のシステムとの調整が必要かどうか等を検

討するため、財務会計システム等の導入につ

いて協議する。 
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会計・監査

部局 

(財務適用の場合)会計

管理者への委任範囲 

出納事務等の会計管理者への委任範囲につい

て協議する。 

出納取扱金融機関、収

納取扱金融機関 

現金の出納・収納事務を取り扱わせる金融機

関の指定について協議する。 

財産、備品管理 所有財産及び備品の移管、経費負担等につい

て協議する。 

打切決算 一時借入金の処理の確認等のため、打切決算

処理について協議する。 

例月出納検査 内容や提出書類の確認のため、例月出納検査

について協議する。 

決算審査 決算審査実施における変更点について協議す

る。 

その他部局 

 

既存の公営企業組織と

の統合・分解 

団体内に他の公営企業組織がある場合、組織

の結合・分割の必要性等について協議する。 

出典元）総務省.地方公営企業法の適用の手引き.P21 
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3. 職員研修 

移行事務及び法適用後に日常業務を行う際には、適切な事業経営を行っていくため、

公営企業会計等に関する知識が必須となる。そこで、法適用に際し、担当職員及び関係

部署職員等の知識向上及び意識啓発のため、研修内容に応じて開催時期及び対象職員

を選定し効果的な研修を実施する。（表 6-2） 

 

表6-2 職員研修計画 

項目 内容 対象職員 実施時期 

公営企業会計 

全般 

①地方公営企業法の概要 関係部署 

職員 

令和4年度 

～5年度 

 

②損益取引と資本取引 

③単式簿記と複式簿記 

④現金主義と発生主義 

⑤公営企業会計の予算・決算 

⑥固定資産管理と減価償却 

日常業務 ①出納処理 水道部署・ 

関係部署 

職員 

令和5年度 

 ②固定資産の管理 

③消費税の取扱と申告 

④例月出納検査・決算審査 

⑤決算整理と財務諸表の作成 

会計システム

及び附帯シス

テム（固定資

産台帳システ

ム等） 

①伝票発行と決裁手続き 水道部署・ 

関係部署 

職員 

令和5年度 

 ②予算編成 

③決算整理 

④財務諸表作成に必要なデータの抽出 
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4. 条例等の整備 

地方公営企業法の適用へ向けては新たに、表 6-3に示す条例・規則等の制定・改定が

必要である。 

 

表6-3 制定・改正を要する条例・規則等の例 

制定･改正等を行わなければならない 

条例・規則等の名称 
根拠法令 

全部 

適用 

財務

適用 
備考 

①地方公営企業の設置及びその経営の基本に

関する事項について定める条例 
法第 4 条 ○ ○  

②管理者を置かず、又は二以上の事業を通じ

て管理者一人を置く場合、その旨の条例 

法第 7 条 
ただし書 

○  
該当する
場合のみ 

③企業管理規程 法第 10 条 ○   

 必要な分課の設置に関するもの 
法第 9 条第 1
号 

○   

 企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条

件に関するもの 

法第 9 条第 2
号 

○   

 企業の会計事務の処理に関するもの 則第 2 条 ○   

 入札保証金及び契約保証金の率又は額 
令第 21 条の
15 

○   

④管理者の権限に属する事務を処理させるた

めに必要な組織に関する条例 
法第 14 条 ○   

⑤任免についてあらかじめ長の同意を必要と

する企業の主要な職員を定める規則 

法第 15 条第
1 項ただし書 

○  
必要があ
る場合の
み 

⑥二以上の事業を通じて一の特別会計とする

場合には、その旨の条例 

法第 17 条 
ただし書 

○  
該当する
場合のみ 

⑦予算の調製及び議決 
法第 24 条 
第 2項 

○ ○  

⑧企業の業務に係る公金の出納事務の一部を

取り扱わせる金融機関の指定 

法第 27 条た
だし書 
令第 22 条の
2 第 3 項 

○ ○  

⑨予算で定めなければならない重要な資産の

取得又は処分を定める条例 

法第 33 条第
2 項 

○ ○ 
必要があ
る場合の
み 

⑩職員の賠償責任の全部又は一部の免除のう

ち議会の同意を得なければならないものを

定める条例 

法第 34 条 ○ ○ 
必要があ
る場合の
み 

⑪企業出納員及び現金出納員の任命 
法第 28 条第
2 項 

○ ○  

⑫企業の会計事務の処理の特例に関する規則

（会計規程に相当するもの） 

法第 34 条の
2 
則第 2 条 

 
○ 
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⑬入札保証金及び契約保証金の率または額を

定める規則の制定 

法第 34 条の
2 
令第 21 条の
15 

 

○ 

 

⑭出納その他の会計事務及び決算の事務の全

部又は一部を会計管理者に行わせる場合に

は、その旨の条例 

法第 34 条の
2 ただし書 

 

○ 

 

⑮企業職員の給与の種類及び基準を定める条      

例 

法第 38 条 
第 4項 

○   

⑯企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈

与の受領、地方公共団体がその当事者であ

る審査請求その他の不服申立て、訴えの提

起、和解、あっせん、調停及び仲裁並びに法

律上地方公共団体の義務に属する損害賠償

の額の決定のうち議会の議決を経なければ

ならないものを定める条例 

法第 40 条 
第 2項 

○ ○ 
必要があ
る場合の
み 

⑰企業の業務状況を説明する書類に関する条

例 

法第 40 条の
2 第 1 項 

○ ○  

⑱企業の資産について再評価を行ったものと

みなす場合にはその旨の議会の議決 
令附則第9項 ○ ○  

出典元）総務省.地方公営企業法の適用の手引き.P46 

 

5. 金融機関の指定等 

地方公営企業法適用後は金融機関と直接の契約を結び、事業ごとに個別の口座を設

けて出納業務を執り行うこととなる。 

出納取扱金融機関と収納取扱金融機関それぞれと契約を結ぶため、金融機関の選定、

契約内容の折衝（手数料の有無や担保の徴収）、事務取扱要領の作成といった調整が発

生する。 
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6. 新予算の編成 

(1)新予算編成の作成フロー 

以下のように新予算編成の作成を行う。予算科目を検討し設定後、予算編成を行い、

予算書を作成する。 

  

 

出典元）公益社団法人 日本下水道協会.下水道事業における公営企業会計導入の手引き 

2015 年版.P157 

 

(2)予算科目・勘定科目の検討 

予算・勘定科目については、「地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘

定科目等について（通知）」（平成 24 年 10 月 19 日総財公第 99 号総務省自治財政局

公営企業課長通知）や日本下水道協会「下水道事業における公営企業会計導入の手

引き」等を参考に、システムとの連携を考慮して設定する。システム上の制約があ

る可能性もあるため、システムの仕様と検討しつつ設定する。  
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(3)新予算作成書類等 

法適用後の新予算において作成義務のある予算書類等は表 6-4 のとおりである。 

 

 表6-4 新予算作成書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 作成書類 

1 令和 6年度 予算書 

2 令和 6年度 予算実施計画 

3 令和 6年度 予定キャッシュ・フロー計算書 

4 給与費明細書 

5 継続費に関する調書 

6 債務負担行為に関する調書 

7 令和 6年度 予定開始貸借対照表 

8 令和 6年度 予定貸借対照表 

9 重要な会計方針及び財務諸表注記 
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7. 打切決算 

(1)特例的収入・支出予算 

決算に際して法の適用の日の前日の属する会計年度以前の会計年度に発生した債

権又は債務に係る未収金又は未払金がある場合においては、地方公営企業法の適用

の日の属する事業年度に属する債権又は債務として整理するものである。 

  

出典元）公益社団法人 日本下水道協会.下水道事業における公営企業会計導入の手引き 

2015 年版.P159 

 

(2)一時借入金についての措置 

法適用日の前日の属する会計年度の決算について歳入不足額を生じた場合におい

て、地方自治法第 235 条の 3 第 1 項の規定による一時借入金があって償還すること

ができないときは、その償還できない金額を限度として借り換えることができるこ

ととされている（令第 4 条第 2 項及び法第 29 条第 2 項ただし書）。この借り換えた

一時借入金は、予定開始貸借対照表上の一時借入金として整理し、法適用日の属する

事業年度内に借入金以外の収入をもって償還しなければならない（令第 4条第 3項）。 

 

(3)予算繰越等の経過措置 

法適用日の前日の属する会計年度の歳出予算の経費の金額のうち、地方自治法に

基づく会計において繰越明許費（建設改良に係るものに限る。）及び事故繰越として

翌年度に繰り越すこととしたものについては、法適用日の属する事業年度に限り使

用することが出来る。  

3月 4月 5月 6月－－－－－－－9月

官　公　庁　会　計
決算認定

3月 4月 5月 6月－－－－－－－9月

移行時の会計処理
打切り

決算認定

事業収支の発生 出納整理期間の収支
出納閉鎖

決算処理

現金の収支及び予算執行も年度内処理としての扱い

年度締め処理

事業収支の発生 特例的収入支出処理

打切決算処理

(出納整理期間は存在しない)

特例的収支予算は､特例的未収金、特例的未払金と

して移行初年度の企業会計で予算計上し執行する。

また､現金も移行後の会計から支出する。

※打切決算額が確定し､6
月又は9月補正において特

例的収支予算額も補正を

行う。
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第 7章 固定資産調査・評価手法の検討 

 

1. 法適用に伴う固定資産台帳整備の必要性 

地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及

び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基づき、かつ、適当な区分及び配列の基準

並びに一定の評価基準に従って、整理しなければならない（地方公営企業法第 20 条第

2項）。 

整理の目的としては、主として以下の 2つの理由が挙げられる。 

 

① 取得原価や帳簿価額、減価償却費といった固定資産についての情報（固定資産

情報）が、公営企業の経営情報（損益情報・ストック情報）の重要な要素の一

つであり、財務諸表（貸借対照表、損益計算書等）を作成し、経営情報を正確

に把握するために必要不可欠な情報であるため。 

 

② 下水道事業や簡易水道事業は、基本的に施設・設備が存在しなくては、住民サ

ービスを継続することが不可能である。施設・設備を維持・管理し、老朽化し

たものは、更新する必要がある。固定資産の現状を把握するために、固定資産

情報を適切な形で取りまとめた帳簿を作成することが経営基盤の強化に有効

である。 

 

このように、法適用する公営企業は、必ず資産を一定の基準に沿って整理し、その価

値を明確にしなければならない。そのために資産調査を実施し、固定資産台帳を整備す

る必要がある。 
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2. 固定資産調査・評価の実施要領 

地方公営企業法適用に伴う固定資産調査・評価の実施要領は、概ね次のとおりである。 

 

①関連資料の把握 

（決算書・工事台帳等） 

   

②資産調査・評価手法の検討 

   

③資産情報の整理 

   

④資産評価 

（減価償却・帳簿価額） 

   

開始貸借対照表 

 

 

①関連資料の把握 

・対象となる事業の概要を把握する。 

・資産に関わる決算関係、工事関係等すべての既存資料について、その有無、形

態、数量、保管場所、整備状況等を調査し、実態を把握する。 

 

②資産調査・評価手法の検討 

・資産調査手順、資料整理方法及び評価手法を検討する。 

 

③資産情報の整理 

・決算書や工事台帳を基に、工事費の消費税抜き処理、財源の整理等の各手順を

踏んで取得価額の把握をする。 

 

④資産評価 

・工事価額を各資産に配分し、資産毎の取得価額を算定する。 

・受贈資産を調査・整理し、その取得価額を算定・評価する。 

・土地、備品、無形固定資産を調査・整理し、その取得価額を算定・評価する。 

・減価償却計算を行い、帳簿価額を算定する。 

・固定資産台帳・明細書を作成する。 
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3. 調査対象となる資産 

資産は大きく「固定資産」と「流動資産」に分類される（地方公営企業法施行令第 14

条）。「固定資産」と「流動資産」の区分は、１年という期間を設定して、その期間内に

換金できる資産を「流動資産」、そうでない資産を「固定資産」としている（ワン・イ

ヤー・ルール）。 

次の図では、資産の全体像を掲げているが、このうち固定資産が資産調査対象となる。  

特に有形固定資産の調査は資産数が膨大になり、取得価額や調達財源情報の調査が

必要となるため、大きな労力と時間を要する。 

 

出典元）公益社団法人 日本下水道協会.下水道事業における公営企業会計導入の手引き 

2015 年版.P27 
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4. 固定資産調査・評価方法の検討 

既存資料の把握状況を踏まえ、次のとおり固定資産の調査・評価方法を検討した。 

(1)固定資産の整理手法 

簡易水道事業及び公共下水道事業おいては、先行して固定資産整理を委託によっ

て実施しており、その整理手法及び固定資産の登録単位は次のとおりである。 

① 簡易水道事業 

簡易整理手法によって整理している。資産については、管路は年度ごとの用途

別事業費単位、施設は勘定科目や工種別単位程度に整理している。簡易水道事

業については平成 29 年度までの資産を確認した。 

② 公共下水道事業 

標準整理手法によって整理している。資産については、管きょは工事別事業費

単位、施設は耐用年数単位に整理している。公共下水道事業についは平成 28

年度までの資産を確認した。 

③ 個別排水処理施設整備事業 

簡易整理手法によって今年度整理している。個別排水処理施設整備事業につ

いては平成 30年度までの資産を確認した。 

 

「地方公営企業法の適用に関するマニュアル（平成 31 年 3 月改定版）」では固定資

産台帳の整備基準について次のように述べている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから過年度の資産については人的コスト（手間）や財政的コスト（経費）

を勘案し、保存されている決算書や工事台帳、統一的な基準による地方公会計により

整備した台帳を有効に活用する方法で整備するものとする。 

一方で本町における法適用は令和 6 年 4 月 1 日を予定しているため、今後の取得

資産については、耐用年数ごとに詳細に資産を区分して固定資産台帳を整備してい

くものとする。 

 

  

「経営状況を適切に把握し、料金対象原価を正確に算定するという観点からは、精

緻な水準で固定資産台帳を整備するほど良いという考え方もあり得ます。しかし、

固定資産の現状を把握するためには、更新等を行う際の判断に資するよう、概ねの

現状が把握できる水準で整備すれば目的は果たせます。（中略）法適用時においては、

過度に精緻な固定資産台帳を整備するのではなく、固定資産台帳を活用する目的に

照らして、必要な情報を適切に把握することが可能となる合理的な水準で整備する

ことが必要と考えられます。」 
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第 8章 システムの構築  

 

1. システムの現状把握 

本町の施設課において庁内で利用しているシステムは、主に表 8-1 のとおりである。 

 

表8-1 本町施設課における担当職員が庁内で利用するシステムの状況把握 

システム 概要 用途 

財務会計システム 
官公庁会計方式による財務管

理システム 

日常の伝票処理等 

予算編成、決算処理 

起債管理システム 地方債管理システム 
起債金額、利率、償還計画

等 

人事給与システム 
職員の人事・給与、出退勤の管

理を行うシステム 

勤怠情報から、職員給与や

賞与を計算 

例規検索システム 条例・規則等のデータベース 
条例、規則の制定、改定、

廃止時 

料金管理システム 
水道料金・下水道料金の収納管

理を行うシステム 

水道料金・下水道料金の徴

収状況の管理 

 本町では財務会計システム・起債管理システム・人事給与システム・水道料金シス

テムを導入しているが、法適用に伴い新たに導入しなければならないシステムの検討

を実施する。 

 

  

2. 採用システムの検討 

地方公営企業法を適用するにあたって、公営企業会計の経理を適正に維持する目的

で、新しく公営企業会計システムの導入は必要である。ただし、導入システムの検討に

あたっては、公営企業会計の経理だけでなく、「固定資産管理」や、「企業債管理」等の

機能を有するシステムの導入についても検討した。 

「公営企業会計システム」については、固定資産管理の機能を有することにより、日常

の経理処理だけでなく、固定資産台帳の整備や減価償却費の計算等に使用するほか、予

算編成や予定開始貸借対照表の作成にも使用することが考えられる。したがって予算

編成等に着手するまでには運用可能な状態にしておく必要がある。 

「公営企業会計システム」の構成及び機能としては、次の表 8-3 及び 8-4 に挙げた要

件が考えられる。新たにシステムを導入する場合は、仕様確定等に時間を要すること、

固定資産情報のインポートデータ作成に時間を要する可能性があることから、システ

ム事業者等との綿密な打ち合わせの上、導入までのスケジュールを作成し、計画的に進

めていくことが重要である。 

検討した結果、本町は「公営企業会計システム」と「固定資産管理システム」を導入

することとする。 
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表8-2 システム構成 

項目 内容 

システムの構築 ・クラウド(LGWAN)によるものとする。 

・パッケージの利用を前提とし、期間や費用、維持

管理費等の効率化を図る。 

・機能の追加は、パッケージのバージョンアップに

て対応可能とする。 

運用後の維持管理 ・運用後も必要に応じて端末やライセンス数の増減

や仕様変更が容易に行えるようにする。 

・伝票の標題修正はカスタマイズしないで自由に修

正できるようにする。 

システムの仕様 ・公営企業会計の会計処理に則ったシステムとす

る。 

データの出力 ・システムのデータを利用し必要書類が作成できる

よう、任意の項目のデータを外部ファイルに出力で

きるようにする。 

セキュリティ対策 ・ウイルスや不正アクセスへの対策を講じる。 

メンテナンス ・システム障害などに備え、データのバックアップ

や復旧ができるようにする。 

出典）総務省.地方公営企業法の適用に関するマニュアル（平成 31年 3月改定版）.P78 の表を引用 

 

 

表8-3 システム機能 

項目 仕様（機能） 

予算編成・予算書作

成 

・予算単価の設定 

・予算要求情報の入力 

・見積要求書の作成 

・前年度予算要求内容の修正 

・予算要求書、査定資料等への前年度決算見込額の登録、

表示 

・予算要求書、査定資料等への前々年度決算額の表示 

・予算査定の登録 

・消費税計算書作成データの抽出 

・予算の実施計画書（目レベル）の作成データ抽出 

・キャッシュ・フロー計算書作成のための現金預金データ

の抽出 

・予算における仕訳作成（当年度末予定貸借対照表用） 

・予算における決算見込の仕訳作成（前年度末予定貸借対

照表、損益計算書用） 
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日常的な執行管理 

 

・支出負担行為処理 

・複数科目におよぶ予定支出負担行為処理 

・支出負担行為額、執行額（未払計上額）、支出済額の管理 

・支出負担行為レベルでの予算残額管理 

・細節、細々節レベルでの予算残額管理 

・予算流用、予備費充当、予算繰越処理 

・収入調定額（未収計上額）、収入済額の管理 

・収入、支出予算差引簿の作成、管理 

・支払予定日の登録 

・支払伝票の作成 

・振替伝票の作成 

・口座振替払の管理 

・資金前渡し、前金払、精算・戻入処理 

・科目更正処理 

・調定処理 

・収入伝票、納入通知書の作成 

・収納（消込）処理 

・特定収入額の管理及び納税計算への反映 

決算管理 ・総勘定元帳の作成、管理 

・日計表の作成 

・決算報告書の作成 

・損益計算書、貸借対照表作成データの抽出 

・剰余金計算書又は欠損金計算書の作成データの抽出 

・収益費用明細書（決算附属書類）の作成 

・消費税計算書作成データの抽出 

・合計残高試算表（例月出納検査用）の作成 

・キャッシュ・フロー計算書作成データの抽出 

・予算執行状況表（節レベルまたは事業別）の作成 

・比較損益計算書・貸借対照表の作成 

・経営分析表の作成データの抽出 

固定資産管理 ・資産取得時の情報管理 

・資産の分類と耐用年数の管理 

・工事契約額の管理 

・資産取得に充てた財源の管理 

・減価償却費と長期前受金戻入額の算出 

・減価償却累計額と長期前受金収益化累計額の管理 

出典）総務省.地方公営企業法の適用に関するマニュアル（平成 31年 3月改定版） 

P79 の表を基に作成 
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3. 採用システムの方針 

 当町は①～⑥に掲げる方針で企業会計システム業者を選定する。 

 

① 「地方公営企業法」等の関係諸法令に基づいて開発されたシステムであるこ

と 
② 自社開発のパッケージシステムであること 
③ 導入・保守ともに同一業者が対応できること 
④ システム導入については、自庁内設置型と LGWAN-ASP サービス型の両方に対

応できるシステムであること。ただし、近年の自然災害等の緊急性の観点か

ら、可能であれば LGWAN-ASP サービス型での採用が望ましい 

⑤ 会計業務特有の操作性を考慮した Web 方式のシステムであること 

⑥ 将来的な法令の改正に対応し、安全性・拡張性のあるシステムであること 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1.基礎調査

① 法適用基礎調査

・　第12条法適用のための基礎調査

・　第13条固定資産方針の検討

・　第14条システム導入方針の検討

・　第15条例規整備に係るヒアリングシートの作成

・　第16条法適用作業計画の作成

・　第17条基本計画書の作成

2.移行支援

・　法適化作業計画の策定 ◆

・　組織・体制の検討 ◆ ◆

・　関係部局との調整事項整理 ◆

・　予算科目及び勘定科目の検討

・　職員研修（基本編）

・　条例例規規則等の制定・改廃

・　その他必要な支援

・　関係部局との調整事項整理（2年目）

・　職員研修（実務編）

・　新予算の編成

・　打ち切り決算

・　その他必要な支援 ◆

3.その他

① 企業会計システム構築（参考）

打ち切り決算 ★

事務引継

総務大臣への報告

運用

　■ 移行手続き（浦幌町）　【参　考】

令和５年度（法適用業務：４年目）
cc

令和３年度（内部協議：２年目） 令和４年度（法適用業務：3年目）

システム構築 シ ス テ ム 仮 運 用

開始貸借対照表

条 例 規 程 の 準 備

企業会計システム計画・調整 企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 ・ 仮 運 用

金融機関との協議

他 部 局 と の 関 連 調 整

新 予算 の 調 整

予定開始貸借対表

システム導入計画

他 部 局 と の 関 連 調 整

金融機関との契
約

新 予算 の 調 整

企業会計の概要予算編成支援

打ち切り決算支援

予算・決算・その他

会計処理（日次、月次処理）システム仮運用における問題抽出

予算編成支援

4. 採用システムの導入スケジュール 

当町は令和 3年度から 4年度にかけて法適用に移行するための事務業務を精査する。事務業務の精査を令和 4年度までに終え、令和 5年度からシステムの仮運用を実施する。 

表8-4 採用システムの導入スケジュール 
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5. 採用システムのイメージ 

公営企業会計システム全般を管理できるシステムのイメージ 

  
企業会計システムにおける予算・執行の管理が行える。 

 

企業会計システムにおける調定及び収入・振替仕訳の管理が行える。 
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企業会計システム独特の月次監査資料に対応している（総勘定元帳・残高試算表）。 
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第 9章 本町における法適用基本方針  

 これまでの検討の結果、法適用の範囲に関する制度や本町の現状を考慮すると、各

事業とも一部適用が望ましいと判断される。 

 

1. 法適用の対象事業 簡易水道事業・公共下水道事業 

 

法を適用する事業は、簡易水道事業・公共下水道事業（特定環境保全公共下水道事

業・個別排水処理事業含む）とする。 

 

2. 法適用の期日  令和 6年 4 月 1 日 

 

法適用の期日は、令和 6年 4月 1日とする。 

総務省は令和 6年 3月までに移行すること（令和 6年 4月 1日より適用）を要請し

ている。本町においては不測の事態に備えるため、令和 5年 4月 1 日より公営企業会

計システムの仮稼働を実施していく。 

 

3. 法適用範囲   財務適用 

 

浦幌町では、良質な経営効率を図るため、事業運営に係る関係部局の事務負担が法

適用後と現状が大きく変わらない「財務適用（会計管理者一部委任）」を採用する。 

 本町で仮に全部適用を採用した場合、財務適用と比べて法適用移行時の条例・規則

の改訂作業範囲の増加、組織の編成等の事務作業も必要となり、事務量は相当量増え

ることとなる。また、移行後も出納その他の会計事務、職員への給与支給、契約事務

等の事務を主管部局（施設課）が行うこととなり、より多くの職員の配置が必要とな

る。 

 財務適用を採用した場合、全部適用の場合と同様に財務関係書類を作成するため、

経理内容の明確化及び透明性の向上を図ることが可能となり、より一層の経営の効率

化と健全化が図られ、それらを活用した経営分析が可能となる。 

 なお、移行後に出納その他の会計事務に関して会計管理者へ事務委任することによ

り、移行後の事務作業の効率化につながる。 

 

4. 管理者   町長が管理者の権限を有する 

  

財務適用では、町長が管理者の権限を有することとなる。 

なお企業の出納その他の会計事務や決算調製に関しては会計管理者に事務委任する

か否かを選択する必要がある。会計管理者に事務委任する場合、その旨を条例で定め

る必要がある。 

  



 

 

 

 

 

 

浦幌町 

地方公営企業法適用基本計画書 

 

令和 2 年 8月 

浦幌町 

 


